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ニコニコBOX　浅野　裕幸 君
金田　亮一君　誕生祝ありがとうございました。
熊谷　昌和君　鹿児島の妻の実家に墓参りに行ってきました。
髙梨　和夫君　金子会長よりゴルフの打ち上げでの私のロータリー

論を紹介していただきましたニコニコいたします。
金子　靖二君　高梨さんからニコニコいただきました。ALSチャ

リティ―ゴルフが９月30日に変更になりました。
稲村　佳宏君　引継例会で発表させていただきます。
菊地　賀治君　引継例会で発表させていただきます。
鈴木　正則君　１年間SAAありがとうございました。
木村　政則君　妻の誕生祝ありがとうございました。ALSゴルフ日程変更なりました。
青山治右衛門君　引継例会発表します。妻のはがきの紹介ありがとう

ございます。
武田　秀則君　財団寄付、締め切りになります。よろしくお願いし

ます。長井の水陸両用バスに乗ってきました。
浅野　裕幸君　誕生祝ありがとうございました。５月27日から新事業立ち上げました。
松岡　友路様　（山形イブニングRC）本日は貴重な時間ありがとうございました。
須藤　吉実様　（山形イブニングRC）20周年宜しくお願いします。
枝松　祐子様　（上山RC）お招き有難うございました。

１．５月14.15日に行われました中津ロータリーとの歓迎例会に対
してお礼のお手紙をいただきましたので、ご報告申し上げます。

２．来週６月11日は会員卓話を行います。山形タクシーの那須社長と日本旅
行の鈴木宏之君です。プログラム委員長の木村さん宜しくお願い致します。
　尚、例会終了後には第５回クラブ協議会があり、各委員の皆様よ
り下期の報告をしていただきますので、よろしくお願い致します。

３．６月18日は定款により休会となりますが、次の週25日はいよいよ
最終例会となります。多くの皆様のご出席をお願いしたいと思います。

４．今月のロータリーレートは110円です。

幹 事 報 告 熊谷　昌和 幹事

例会場：ホテルキャッスル 司会進行（SAA）：鈴木　正則 君
点　鐘：PM 12：30　金子　靖二会長 ロータリーソング：「国歌」「四つのテスト」

山形イブニングRC　松岡友路会長、須藤吉
実創立20周年実行委員長が９月７日の記念
式典・祝賀会のご案内にお見えになりました。

地区大会の概要
　長沢一好地区大会実行委員長のご挨拶の後、地区大会開催概要を
鈴木政康地区幹事から詳しく説明がありました。

親睦活動委員会　鈴木　正則 君
　５月の誕生祝は、金森正耕君、鈴木利
明君、片岡佳彦君、６月の誕生祝は、山
下　宏君、髙梨徹也君、本間安信君、
浅野裕幸君、鈴木崇弘君、金田亮一君、
矢尾板信孝君、柴田健介君の11名の
方々です。おめでとうございます。

米山奨学生コウ・シンさんへ
奨学金の贈呈

委員会報告

会長挨拶
　皆様こんにちは、今年度最終月の６月に入
りました、第一例会は「委員会引継ぎフォー
ラム例会」です。各大委員長の報告と次年度
へ引継ぎ要望がテーマですので、大委員長よ
ろしくお願いします。遅くなり申し訳ありま
せん、お客様のご紹介させていただきます。
本日のお客様は、山形イブニングRCの松岡
友路会長、須藤吉実創立20周年実行委員長
のお二人、そして上山RCの枝松祐子幹事が
お見えになっております。

　さて、先月28日、昨年実施の7RCゴルフコンペ反省会を行いまし
た。約半年も過ぎたのに大いに盛上り、今年は優勝、若しくは上位入
賞を目標に頑張ろうと約束をしました。然し、話題の中心が「ロータ

リー精神」に転じ、特に高梨和夫Ｐ会長の力強いご意見、ご指導に感
銘を受けました。今日は次年度への引き継ぎフォーラム例会です、会
長挨拶の場をかり、次年度会長にお願いします、是非「ファイアーサ
イドミーティング」を、経験豊富な各Ｐ会長にご登場頂き時にふれ、
折に触れ「ミニ・ミーティング」の集会が出来ればと思います。話は変
わりますが、昨日、国際大会（ドイツ、ハンブルク）に参加中の石山祐
介会員から、現地の写真をLINEでもらいました。偶然電話した時間
がハンブルク午前８時（朝食時）とタイミングの良さもあり数分で送
信いただき、例会にプリントを持参出来ました。少しでも国際大会の
雰囲気をご覧いただければ幸いです。５名参加した皆さんに「国際大
会」の報告をお願いする予定です。最後になりますが、来年の国際大
会の開催地は「ハワイ・ホノルル」です。今年同様皆さんも参加したら
如何でしょう、観光も兼ねながら。これで挨拶を終わります。

ー 委 員 会 引 継 ぎ 例 会 ー

◆ビジター　松岡　友路様　　須藤　吉実様（山形イブニング）
枝松　祐子様（上山）



本日出席・前回修正出席
会員総数

本　　日
前回修正

出席義務会員数 出席会員数 出 席 率

他クラブで
メークアップ
された会員

５６名
５６名

２９名
４２名 85.71％４９名

※本日の結果は２週間後に報告
※修正は２週間前の結果報告
出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは?
　出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
出席会員数とは?
　出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

　
（山 形 中 央）伊勢　和正　 神﨑　祐子
（山　形　東）鉄　　浩二　 鈴木　崇弘

■SAA■
鈴木　正則 君

（2018－2019年度活動計画）
1、 会員・ゲスト・ビジターすべてに対して心配りをします。
2、 スムーズな例会運営のため会長、幹事、各委員会とのコニュ

ニケーションを密にします。
3、 満足・納得していただける食事の提供ができますようホテ

ルとの連携に努めます。

　上記の活動計画を掲げて、1年間S.A.Aを遂行してまいりま
した。しかし、ロータリアンとしての経験不足、勉強不足もあり、例会での会長による
閉会点鐘を飛ばして懇親会に入ろうとしてお叱りをいただいたり、13：00からのプロ
グラムを時間どおりスタートできずにずれこんだりと、皆様には大変ご迷惑をお掛けい
たしました。
　また、今年度は移動例会や大久保ガバナーエレクト年度に重なり、他会場での例会
が多いのが特徴で、臨機応変な対応が要求され、多々ご迷惑をおかけしたと実感して
おります。
　次年度は大久保ガバナー年度にあたり、さらなるS.A.Aの活躍が期待されます。浅
野次年度S.A.Aに大いに期待いたします。
　食事に関しましては、和食→洋食→中国のローテーションでお料理をお出ししており
ましたが、会員の受けは和食が一番と感じ、後半は和食中心で献立を作らせていただ
いておりました。
　引き続き、浅野次年度S.A.Aに引継ぎさせていただきます。 
　以上、一年間大変ありがとうございました。

■管理運営委員会■
委員長　菊地　賀治 君

　クラブ管理運営委員会は、出席・親睦活動・プログラム・
姉妹クラブの４委員会から構成されています。次年度に繋がる
様に話をしなさいとの事ですので、簡単ではありますが話をさ
せて頂きます。
　この四つの小委員会の委員長は、皆様大先輩で安心してお
りました。出席委員会は、宮館さんが委員長です。出席は会員
としての最小限の奉仕、出席なくしてはロータリーの目的は達
せられない、出席によってはじめて親睦が得られ、奉仕の理想

が高められるもので出席率向上に努めて頂きました。例会出席も、90％以上の出席
率であります。次年度の出席委員長も、宮館委員長の様な気持ちで進められては如何
でしょうか。
　親睦活動小委員会は、谷口さんが委員長です。谷口委員長の素晴らしいリーダーシッ
プのもと、SAAとの連携により楽しい例会が行われたのではないでしょうか。会員・
ビジター・ゲストの方々の歓迎をはじめ、上期は、夏祭り家族例会からクリスマスまで
で６回の大きなイベント。下期は、新年会からはじまり最終例会で７回のイベント全ては、
谷口委員長の情報収集能力であり、皆さんを楽しませようとする心です。次年度の委
員長も、谷口委員長の様な気持ちで進められる事を提案します。
　プログラム小委員会は、木村さんが委員長です。今回は、キャッスルでの例会が少
なく人選も大変だったと思います。第一回目の卓話は、全国的に有名な山形中央高校
の椿監督でした。地域で話題のオピニオンリーダーをチョイスして卓話に呼び込む辺り
は木村委員長でしかなしえない事だと思います。次年度も、木村委員長以上の楽しく
ためになる卓話をお願い出来ればと存じます。
　姉妹クラブ小委員は、武田寿美男さんが委員長です。姉妹クラブ結成35年に渡り、
我々先輩が築いて頂いた歴史があります。新しい会員も増え、中津ロータリーとの関
係がわからない人も多くなってきました。この辺りも、次年度で若い会員に継承頂け
ればと思います。先月中津ロータリーと合同例会を出羽屋で開催しました。中津RCと
の合同例会は、今後も続いて参ります。姉妹クラブ小委員会の意見を多く取り込んだ
合同例会等も良いと考えます。次年度も、武田寿美男委員長以上のアイデアで進めて
頂ければと思います。

■公共イメージ推進委員会■
委員長　佐藤　直人 君

　公共イメージ推進委員会は、山下委員長率いる会報・史料
委員会と神﨑委員長率いる雑誌・広報委員会の２つの小委員
会で活動してまいりました。１年間ありがとうございました。
　この公共イメージ推進委員会は、２年前に広報委員会より名
称変更になっております。クラブの広報活動によって、ロータ
リーの公共イメージつまり社会的認知度やロータリーのブラン
ドイメージを高めていこうと言うことであります。
　一番の目標であるクラブ会報については、わかりやすい文面

で、写真掲載も多くしての紙面づくりを行い、途切れることなく、発行することができ
ました。また、「ロータリーの友」、「ガバナー月信」等のロータリー情報も会員の皆さ
まにきっちりお届けさせていただきました。また、山形南ロータリークラブのホームペー
ジや会報の充実を図り、またマスメディア等を通じて、地域社会の人々にも情報発信
を行ってまいりました。
　引継ぎ事項ですが、ロータリーと山形南ロータリークラブのイメージを少しでも高め
るための武器の一つが、ロータリーの歯車の会員章（ピンバッジ）であります。私たちは、
ロータリアンでない人たちと接する機会がとても多いと思います。例会だけではなく、
いつもロータリーの会員章（ピンバッジ）を身に着けて、行動と活動をしていただけ
るよう、次年度も引き続き進めていただけますようお願いいたします。ご協力いただ
いた会員・各委員会の皆様に感謝申し上げます。１年間大変ありがとうございました。

■会員増強委員会■
委員長　青山　治右衛門 君

　先づもって2017～18年度は金子会長のリーダーシップの
基、熊谷幹事、佐藤会計三人の息の合ったチームプレーで間も
無く母港に帰港しようとしており誠にご苦労様でした。
　只、今月末の最終例会まで最后のラストスパートです。終り良
ければ全て良しの言葉通り最后まで全力投球をお願いします。
　さて、会員増強問題は山形南ロータリークラブ50周年に向
けて60名会員態制にする事が永年の悲願であり、最大の重要
課題である事はご承知の通りでございます。今年度は、会員の
不幸や転勤による退会もありましたが頭初57名から一名減の

56名で年度末を迎えようとしており、残念乍ら60名には到達出来ませんでした。次年
度は大久保ガバナーエレクトが最低一名増（2800地区）の数値目標をアピールしてお
り10月の地区大会には新入会員を登壇してもらい紹介したいとの大きな夢を持ってお
り、ガバナーホストクラブとして現在鋭意勧誘交渉を進めて、いい感触の方も居られるや
に聞いております。会員増強の為の参考としてロータリーの友2017年８月号に大宮西
ロータリークラブの増強物語が紹介されており、（一人が一人の増強）を提案、42名→
84名へ倍増、新会員からの紹介で113名まで増強したという夢の様な話がのっており
ます。（増強しようとの御声だけでは誰も動かない）との思いで業種に関係なく30～40
代の若手経営者にアタック、ロータリーの理念の説明と共にロータリーは異業種の集ま
りであり経営の勉強を通して信頼関係が生れる中でビジネスチャンスも広がるメリット
が有るとのアピールで会員事業上の利益増大に接かるとの利点を打ち出した事等々
ロータリー入会が経営の勉強事業上のプラスになるのだとの実利を強調した事が拡大
に接ながったとの事でした。
　また、2018年８月号には会員増強の可能性について大きく頁を取っています。

　ぜひ参考にして大久保Ｇ／Ｅの目標をサポートしていただき
たいと思います。

■奉仕プロジェクト委員会■
委員長　稲村　佳宏 君

　奉仕プロジェクト委員会はニコニコBOX委員会・職業奉仕
委員会・社会奉仕委員会・国際奉仕委員会・青少年奉仕委員
会の５つの委員会より構成されています。総勢16名の委員構
成になっております。
●ニコニコBOX委員会
　通常例会が少ない中、例年通りの予算で大変でしたが、委
員長はじめ委員会の努力もありまして、もう少しのところまで

来ております。あと２回の例会がありますのでご協力よろしくお願い致します。
●職業奉仕委員会
　＊１月22日（担当例会）プログラム委員会より協力をいただきました

　  「Bezモデルが気づかせた地方の可能性一地域の挑戦者を支える企業支援」山形市
売上増進支援せんたセンター　センター長　　富松　　希 様

　＊４月23日（職場訪問と観桜例会）親陸委員会と合同
　  でん六蔵王の森工場（見学）・権現堂のしだれ桜・御幸公園、茂吉記念館前の桜

時間調整の為みはらしの丘へ　旬菜料理「いなり」　（昼食）
●社会奉什委員会
　＊８月15日 第23回 ALSチャリティーゴルフコンペの実施
　  北RC、イブニングRC合同のチャリティゴルフコンペ53名のご参加を頂き、無事終了

致しました。次年度は開催日は９月30日だそうです。
　＊９月４日ALS協会山形県支部様ヘチャリティ基金とクリオネット車椅子贈呈式
　  ALS協会関係者、北RC、イブニングRCの方々をゲストに迎えて、報道関係の取材

の元贈呈式を行いました。チャリティゴルフコンペ金森実行委員長より、チャリティ基
金の経緯などもお話しして頂きました。

　＊５月21日（早朝写経例会）上山久昌寺洗心庵にて行いました。
　  住職より般若心経についてのお話しを聞いてから写経行って、おいしい朝がゆをいた

だきすがすがしく過ごした早朝例会でした。
●国際奉仕委員会
　＊２月５日（平和と紛争予防・紛争解決月間）
　  次年度の大久保ガバナ一年度に際し、セミナー、会議等が数多く開催され、多数の方々

が出席されます。外国からのお客様もあるでしょう。このような状況を考えたとき、緊
急な救急対応などをホストクラブとして考えておかなければなりません。危機管理とし
て非常に重要なことです。皆さんとともに学び対応していきたいと思います。

　  ゲストに山形市消防本部 消防司令　井上　敬弘 氏をお迎えして「一般救命AED心肺
蘇生の講習と実演」を学びました。

　＊COOLJAPAN山形を語るパート８のゲストを紹介していただきました。
●青少年奉仕委員会
　＊９月11日（ゲスト卓話）
　  「選手の能力をいかに引き出すか」

　 山形県立山形中央高等学校　スケート部顧問　　椿　　　央 氏
　  金子会長、松田バスト会長、木村プログラム委員長、金田青少年奉仕委員長の４人で

学校まで出向きゲストとの打合せをして実現しました。
　＊10月27日（伝統野菜悪戸芋掘り体験例会）
　  嶋保育園の園児、ご父兄、保育士の方々をお招きして、あじさい営農組合、食育ネッ

トワーク、村山総合支庁地域産業経済課のご協力をえて、４回目迎えた「悪戸芋収穫
体験」例会でした。

　  紙芝居やら伝統野菜の勉強、いも煮を食べて楽しい一日を過ごしました。
●奉仕プロジェクト委員会として、
　＊３月12日（COOL JAPAN山形を語るパート８）
　  ドイツのベレッノイ・ベロニカさん、ベトナムのグェンフォック タンチャウさん二人の女

性ゲストをお迎えしてお話をうかがいました。
　  来年もパート９を予定していますので、ゲストご紹介宜しくお願い致します。
　＊10月23日（火）奉什プロジェクト委員会開催のご案内
　  最後になりますが、継続事業も多々ありますが先方様に失礼にならないように引継ぎ

をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

委員会引継ぎフォーラム委員会引継ぎフォーラム委員会引継ぎフォーラム委員会引継ぎフォーラム


